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社名 部署名 参加者

旭硝子株式会社 CSR室　CSR企画グループ　主幹 浅野　洋一
旭硝子株式会社 CSR室　CSR企画グループ　主席 土居　義岳

株式会社アシックス
グローバル法務・コンプライアンス統括部
ＣＳＲ・サステナビリティ室　部長

吉本　譲二

味の素株式会社 CSR部　専任部長 中尾 洋三

アビームコンサルティング株式会社
執行役員　プリンシパル
戦略ビジネスユニット　経営戦略セクター

矢野　陽一朗

アルプス電気株式会社
経営企画室　経営企画グループ/CSR推進グループ
グループマネージャー 森田　康之

アルプス電気株式会社 経営企画室　CSR推進グループ 安藤　理恵

アンリツ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
CSR・CS推進チーム担当部長　兼　法務担当部長

土肥　正彦

アンリツ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
CSR・CS推進チーム部長

大澤　伸也

株式会社イー・キュー・マネジメント技研 代表取締役社長 前田 浩

SGホールディングス株式会社 総務部 広報・CSRユニット シニアマネジャー 今井 由美子

SGホールディングス株式会社 総務部 広報・CSRユニット アシスタントマネジャー 柴 重徳

SGSジャパン株式会社 認証サービス事業部　プロダクトマネージャー 西 利道

SGSジャパン株式会社 認証サービス事業部　サステナビリティ担当 一蝶 茂人

オリンパス株式会社 ＣＳＲ・コンプライアンス統括室　CSR本部
CSR推進部　課長

大関　和彦

オリンパス株式会社 製造部門　調達本部　調達企画部
調達企画G　課長

花山　良太郎

カシオ計算機株式会社 ＣＳＲ推進室　室長 木村 則昭

カシオ計算機株式会社 総務人事統轄部　ＣＳＲ推進室 久保川 紳

川崎汽船株式会社 総務グループ　CSR推進室長 加統 達哉

川崎重工業株式会社 企画本部　CSR部長 柿原　アツ子

川崎重工業株式会社 CSR部 桜井　忍

キャスレ―コンサルティング株式会社 セールス＆コンサルティング部 前田 大地

キユーピー株式会社 社会・環境推進部 課長 柳橋 尚智

キユーピー株式会社 社会・環境推進部　課長 菅野 勝美

共同印刷株式会社 CSR本部　コーポレートコミュニケーション部 三井　英一郎

サノフィ株式会社 渉外本部 CSR推進部 部長 本山 聡平

株式会社ジェーシービー 広報部ＣＳＲ室　ＣＳＲエキスパート 藤解 和尚

新日鉄住金エンジニアリング株式会社 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　CSR・広報部長 上杉 泰範

第一三共株式会社 ＣＳＲ部　主査 畠山 美佐

株式会社ダスキン 経営企画部　参事 田中　利正

株式会社ダスキン 経営企画部 副参事 坂吉　快太

デロイト　トーマツ　コンサルティング
合同会社

シニアコンサルタント 佐藤　和直

デロイト　トーマツ　コンサルティング
合同会社

コンサルタント 向井　真代

株式会社　東芝 CSR推進室　参事 佐々木　智子

株式会社　東芝 CSR推進室　参事 相馬　季子

TOTO株式会社 ESG推進部　ESG推進グループ　グループリーダー 曾根﨑 修司

TOTO株式会社 経営企画本部　ESG推進部　ESG推進グループ 高橋 映理子

西日本旅客鉄道株式会社 東京本部　企画課長 平田　恭子

株式会社ニチレイ 技術戦略企画部　知的財産グループリーダー 芋原 麻左乃

日本たばこ産業株式会社 経営企画部部長 妹川　久人

日本たばこ産業株式会社 CSR推進部次長 瀬藤　由紀子

日本たばこ産業株式会社 CSR推進部次長 大森 征樹

日本通運株式会社 CSR部　次長 佐藤　健吾

日本電気株式会社 コーポレートコミュニケーション部
CSR・社会貢献室長

森実 尚子

日本電気株式会社 ソフト・ソリューション資材部　調達改革統括部
シニアエキスパート

吉野　浩

日本郵船株式会社
経営企画本部　広報CSRグループ
CSR推進チーム　チーム長

小杉　和枝

日本郵船株式会社
総務本部　人事グループ　統括チーム
（コーポレート・シティズンシップ・オフィス） チーム長

高崎　晃彦

ネスレ日本株式会社
マーケティング ＆　コミュニケーション本部
コーポレートアフェアーズ統括部
ステークホルダーリレーションズ室　室長

冨田　英樹

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部　ＣＳＲ推進室長 中沢　健夫

株式会社 日立製作所 ＣＳＲ・環境戦略本部 ＣＳＲ推進部　主任 窪田　有理香

富士フイルムホールディングス株式会社 経営企画部CSRグループ　シニアエキスパート 星野　俊彦

富士フイルムホールディングス株式会社 経営企画部CSRグループ　マネージャー 小島　麻理

ミズノ株式会社 法務部グローバルＣＳＲ室　課長 佐藤 雅宏

三井住友銀行 経営企画部　CSR室長 山岸 誠司
三井住友銀行 経営企画部　CSR室 上席室長代理 末廣 孝信

三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室広報部ＣＳＲグループ
グループ長

瓜生 振一郎

三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室　広報部　CSRグループ 舘野　安奈

三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室　広報部　CSRグループ 西澤　あづみ

株式会社三菱総合研究所
経営コンサルティング本部 事業戦略グループ
主任研究員

山添 真喜子

株式会社三菱総合研究所
経営コンサルティング本部　事業戦略グループ
研究員

杉下 寛樹

株式会社リコー サステナビリティ推進本部 社会環境室
ＣＳＲグループ　シニアスペシャリスト

松田 康宏

株式会社リコー コーポレート統括本部 人事部 ＥＲ推進グループ
リーダー

牛尾 洋二

企業
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株式会社イースクエア 代表取締役社長 本木　啓生

株式会社イースクエア コンサルティンググループ　マネジャー 平井  加世

株式会社
サステナビリティ・コミュニケーション・ハブ

代表 後藤　卓

株式会社シータス＆ゼネラルプレス コミュニケーション革新部長 山吹 善彦

株式会社シータス＆ゼネラルプレス コミュニケーション革新部　CSR革新室長 植木 定史

凸版印刷株式会社

情報コミュニケーション事業本部
トッパンアイデアセンター　マーケティング企画本部
ブランドコミュニケーションチーム
係長　プロデューサー

今津　秀紀

株式会社ブレーンセンター 取締役　プロデューサー 中村　佳正
株式会社ブレーンセンター 企画編集部　ディレクター 望月　未英

中日本高速道路株式会社
総務本部　契約審査部　発注審査
チームリーダー

村田　啓

中日本高速道路株式会社
経営企画本部　企画部経営企画チーム
サブリーダー

渡　宏之

公益社団法人
アムネスティ・インターナショナル日本

渉外担当 土井　陽子

移住連・
移住労働者と連帯する全国ネットワーク

代表理事 鳥井一平

移住連・
移住労働者と連帯する全国ネットワーク

事務局次長 大曲　由起子

特定非営利活動法人
ウォーターエイドジャパン（認定NPO法人）

事務局長 高橋 郁

国際環境NGO FoE Japan 事務局長 三柴　淳一

株式会社　国際社会経済研究所 代表取締役社長 鈴木 均

株式会社　国際社会経済研究所 グローバルビジネスリサーチ部・主幹研究員 遠藤 直見

サステナビリティ消費者会議　（CCFS） 代表 消費者庁消費者教育推進会議委員 古谷　由紀子

ジェンダー・アクション・プラットフォーム プログラム担当 高橋　聖子

ジェンダー・アクション・プラットフォーム アドボカシ―担当 大崎　麻子

ジェンダー・アクション・プラットフォーム プログラム担当 斎藤　万里子

NPO法人　社会的責任投資フォーラム 会長 荒井　勝

熱帯林行動ネットワーク(JATAN) 事務局長 原田　公

熱帯林行動ネットワーク(JATAN) 運営委員 中司　喬之

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

提言マネージャー 堀江 由美子

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

「子どもの権利とビジネス」 担当 森本 美紀

レインフォレスト・アクション・ネットワーク 日本代表 Dr. 川上　豊幸

特定非営利活動法人
レインボー・アクション

事務局長 藤田　裕喜

東京経済大学 現代法学部　非常勤講師 寺中　誠

日本ILO協議会 企画委員 熊谷謙一

ビジネス･人権資料センター 日本代表 髙橋　宗瑠
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